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　トルコ最大の都市、イスタンブール
出身のファツマさん。お国ではジャー
ナリストとして活躍していました。日
本人のご主人とトルコで出会い、２年
前に日本に来ました。今は日本語を勉
強しながら、パートタイムで働いてい
ます。トルコ料理は世界三大料理のひ
とつといわれています。日本でも知ら
れているケバブは、レストランで食べ
る料理だそうです。野菜や果物も安く
て豊富にあるので、家庭料理は充実し
ています。ファツマさんはインターネッ
トで調べて、日本料理もよく作ります。

　寒くなると、焼きいもがお
いしいです。いもの種類は、さつまい
もです。この頃はスーパーで、一年中
買えます。しかし、冬になると「いしや
～～きいも、いも♪（石焼きいも、いも）」
といいながら、売り歩く車もあります。
さつまいもの中でも、しっとりして、
濃厚な甘さの安納いもが人気です。

　畳で座るとき、正座をし
ます。長い時間座っていると、
足が痛くなってきます。立とうと思っ
ても、すぐに動けません。自分の足な
のに、自分の足じゃないような感じで
す。それを「足がしびれる」といいます。
しびれないようにするには、足の指先
を動かせるようにしておくことです。
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講座・イベントは、申し込みが必要です。
こうざ　　　　　　　　　　  もう　  こ　　 　ひつよう

イベント

情報は、
こちら

講座・料理教室は、
ひらがなネットで
おこないます。
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　東京で紅葉の名所のひとつ、神宮外
苑のいちょう並木を今年も歩きます。
新コースです。昼食はタイ料理とペ
ルー料理のどちらも食べられる店に行
きます。最後は写真展を見ます（3.4km）。
●おとな1,500円、学生1,300円、小・中
学生750円 （昼食代別途） ●集合：10:25  
JR総武線「信濃町」駅　●定員：20名  

　２種類の麺を辛いスープで食べる「カ
オソーイ」、タマリンドを使った卵料理
「カイルークコーイ」、レモングラスと
ミントのお茶、くわいのデザート (11/28
のみ）を作ります。新メニューです。
●［11/20（３品）］ おとな 2,500円、学生
2,100円、［11/28（４品）］ おとな3,000円、
学生2,500円 　●定員：各回８名　
●どなたでも参加できます　

　

　　とうきょう　こうよう　 めいしょ　　　　　　　   じんぐう がい

  えん　　　　　　　　   なみ き　　 ことし　　ある

 しん　　　　　　　　　　  ちゅうしょく　　　　　　りょうり

     　　  りょうり　　　　　　　　   た　　　　　　　みせ　     い

　　　　　　　さいご　   しゃしんてん　    み

　　　　　　　　　        えん   がくせい　　           えん      しょうちゅう

 がくせい　　　 えん   ちゅうしょくだい べっと      しゅうごう  　　　  　

　　そうぶ せん 　しなのまち 　えき　 　 ていいん　　  めい

　　　   しゅるい　めん　 から　　　　　　　　  た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つか　　    たまご りょうり

　　　　　　　　　　ちゃ

　　　　　　つく　　　　　　 しん

　　　　　　　　　　しな　　　　　　　　　　　 えん    がくせい

　　　　  えん　　　　　　　　  しな　　　　　　　　　　   えん   

がくせい　　　　えん　　     ていいん  かくかい　めい

　　　　　　　　　 　 さんか

紅葉散歩です11/23
（金）
10:30
14:00▼

信濃町～東京ミッドタウンを歩く

vol.131
　 しなのまち　　 とうきょう　　　　　　　　　　　　　ある

みんなで散歩
さんぽ

こうよう さんぽ

エドと一緒に
タイ料理をつくろう

　　　　　　   　いっしょ

  　　　　     りょうり

vol.12/13

11/20
（火）
11:00
13:00▼

11/28
（水）
19:00
21:00▼ ４品

しな

３品
しな

　仕事のことばやマナー、敬語などを
勉強する、在住外国人のための講座で
す。12月は午後のクラスです。
●12/4、12/5、12/11、12/12   ●無料
●場所：ひらがなネット  ●定員：８名  
●JLPT  N３以上の方が対象

　日本語のきれいな読み方を、いろい
ろな記事を使って勉強します。声を出
して読む練習もします。　●無料　
●場所：ひらがなネット　●定員：10名

　11 月のテーマは「子どもの食事につ
いて話そう」です。 ●無料　●場所：ひ
らがなネット ●定員：10名　●子ども
と一緒に参加できます（要名前・年齢）
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